
2015.7.27	 	 初の Sommerkurs と言う会話クラス（日曜日 19.00-20.30）は楽しかった。参
加した 5人の生徒がよくドイツ語で会話した。来週を楽しみ〜！ 

2015.7.13    生徒さんの誕生日にレッスンがある場合、学校でパーティする。  

2015.5.21    今、初心者クラスは二つがある：水曜日の 22.00と土曜日の 19.00。 

2015.5.9     	 今年のサクラ（門前仲町） 
 

2015.5.9     Don Quijoteより野蛮人かな～    バレエてきな化粧すると：  
 
2015.4.29   ヤバッ！Andreasはバレエ発表会に出て Don Quijoteをやるから、５月３１日まで
ヒゲをそらないって。  

 2015.4.11    近、誕生日パーティが多い。。  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2015.4.8 franz の誕生日！６歳！ 	 初のクラスの生徒達と誕生日パー

ティをした。 



2015.4.9 写真をよく見るとメッセージが出る：	  

2015.2.23   一 昨 日 、 Bremen で 留 学 す る 生 徒 さ ん の さ よ う な ら ・ パ ー テ ィ し た

	  
2015.2.23   11月の写真 

	 面白い生徒さんの楽しいバースデーパーティ 

	 ただ二年間 franz でドイツ語を習って、ドッケン２級を取った素晴らし
い生徒さん 
  
2015.1.22   クリスマス・パーティの写真を HPにのせた。 
  
2014.12.24    お忙しい方のために 
 （１）自分のクラスに参加できない時は、違うクラスに振替えられます。 
	 	 	 （振り替えるレッスン日の前日までに連絡してください。振り替えは、その学期中に

とってください。）  
 （２）フリー・パスができました。 
     フリー・パスで半年の間に１０回お好きなクラスに参加できます。 



     （参加するレッスン日の前日までに連絡してください。） 
 
2014.12.21  	  頑張っている生徒達のニュース：	 ９月からドイツ語を勉強してる生徒は、ド
ッケン３キュウをとって、 
	 	 	 	 	 	 	 ２年間ドイツ語を勉強してる生徒は、ドッケン２キュウをとった！！本当に

素晴らしい！おめでとう！！！ 
2014.12.20   楽しいクリスマス・パーティだった。参加した皆さん：ありがとう！！ 
2014.11.06   Mittelstufeの生徒の言葉： "Lange zu leben ist nicht wichtig. Wichtig ist, gut zu 

leben und gut zu lieben." 素敵！ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 意味わからない方へ：ドイツ語を勉強した方がいい！ 

2014.10.31   Hallo ween! 
2014.9.18   これからリサイクルのコピーペーパーを使う。もっとドイツっぽい学校になった
ね。 
2014.9.5  	  秋学期の初心者クラスは水曜日の 22.00-23.30にある。 
2014.8.11   日曜日のリート・クラスの時間と名前の変更！Liederabend	 ⇒	 Liederklub 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Liederklub1（基礎）は 17.00-18.30、Liederklub2（中級）は 15.00-16.30 
                        次の Liederklubs: 9月 28日 
  

2014.6.16   先週の Grundstufenklasseの誕生日パーティ。	 （レッスンの日は
生徒の誕生日だったら、クラスで誕生日パーティする。） 
2014.4.29    やっと！女の人の先生が来た！Julia先生は夏学期～franzで働く。  

2014.4.11  	  あの日、頭がない人はパーティを参加した	 →	 	  

2014.4.8    	 お誕生日おめでとう！！franz ドイツ語ゼミナールは５歳になった。皆さん、本
当にどうもありがとう！！！  
2014.4.4 	   スキー合宿はとても楽しかった。天気：スーパー！雪：すばらしい！野沢温泉：
高！写真：ここ！ 

2014.3.10    もうすぐ franzは５歳になる 。もう５年間いる生徒達は、授業料金が下がる。

30.000 → 25.000  
 



2014.2.23    今の春学期の初心者クラスは土曜日 16.30-18.00にある。 
2013.12.30   クリスマス・パーティの写真をＨＰにのせ
た。ここだよ。 
2013.12.24   Frohe Weihnachten! 	 楽しいクリスマ
ス・パーティだった。Crazy women いっぱい。。	 こ
んど、食べ物も足りた、人数が多かったのに。皆さん、

ありがとう！！ 
2013.12.8    franz のベテラン生徒のコメント：他の学
校のシステムは、「yes or no? right or wrong?」のシス
テムが、Andreasのシステムは、「why?」のシステム。
だから、franz の生徒は話す事と話せる事になるって。

 分かりやすいご説明をありがとう！ 
2013.11.11   Susanne先生、franzでいい仕事した。ありがとう。お大事に！ 
2013.10.27  Lehrer gesucht! 
2013.10.20  現在、土曜日の 12時～のクラスは休んでいる。 
2013.10.15   台風のために、明日（水曜日）の 10 時～のクラスは休みになる。明日の変わり
に 11月 13日に事業がある。 
2013.9.16   夕方まで台風が大丈夫になるらしいから、今日のクラスはスケジュール通りやり
ます。 
2013.8.30   月曜日の 19.00～のクラスと土曜日の 21.00～のクラスの皆さん！あなた達はもう
初心者じゃないから、クラスの名前が「基礎」に変わったよ。 
2013.7.25   サマーパーティの写真をＨＰにのせた。 
2013.7.23   夏休みが始まった。みんなさんお疲れ様！また 9月。 
2013.7.1.   昨日のサマーパーティーはとても楽しかった。うまく歌ったね。みんなさんありが
とう！  
2013.6.28   LiederabendでWinterreiseの 後の曲を読んだ。だから今 HPで全部のWinterreise
の説明を読める。Viel Spaß！ 

2013.5.27   お茶の種類はすごい。 	 たくさんのおみやげをありがと

う！！ 
2013.5.1     ６５番目の曲を franzの HPにのせた： Olli Schulz: Kaiserwetter. 聞いてね♪	 か
なり恐いけど。。  ⇒ Musik 4 /三番目の曲 
2013.4.28    今年、４年ぶりにサマーパーティをすることにした。⇒6月 30日（日）。楽しみ
～～ 

2013.4.8     franzの誕生日 ！４年前、三つのクラスでスタートした。 

2013.3.17    4月から Susanneが franzで働く。初めての女の先生！楽しみ。。  



2013.2.13    スキー合宿はゴージャスだった：ご飯いっぱい。ビールいっぱい。サン・シャイ
ンいっぱい。雪いっぱい。写真は少ないけど。。 
2013.1.21    franzの生徒は今 60人  
2013.1.19    Grundstufe の生徒のＡさんの誕生日・パーティ	 	 ⇒	 ⇒	 
⇒	 ⇒	 ⇒	  
2013.1.4  	  Sadjad先生のプロフィールを HPにのせたよ。見てくださ
い。 
2013.1.2   	 クリスマス・パーティの写真をＨＰにのせた。見てね～。 
2012.11.23  Sadjad 先生は本当にいい仕事している！！	 franz へよう
こそ！  
2012.11.12  franzのルール：新しい先生たちは三カ月間働いて、大丈夫
っぽかったら本当の franz 先生になって、先生の写真とか HP に出る。franz は先生たちに厳
しい けど、給料がいい 。 
2012.9.15  8月 27日から、素敵な Sadjad先生が franzの月曜日のクラスをやってくれる。franz
へようこそ。 
2012.8.18  Kai先生は、ドイツへ帰ってしまった。ベルリンの大学で勉強するって。残念だよ
ね。Kai先生、勉強をがんばって早く戻って来て～  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 新しい先生を決めたら、ここ教える。 
2012.8.8   日曜日に深川八幡祭りがあるので、franz ドイツ語教室は開いているよ。休みたい
みんなさん、franzへ来て！一緒にビールをのみましょう。 
 
2012.8.3  	 	 長い夏休みの意味：見方を変えて、stressから出て、忘れたこ
とを思い出して、へんな考え方を直して、人間にもどって、秋学期を楽しみ

にすること。。	 また９月！ 

2012.7.21   生徒の人数は 50人になった。 皆さんありがとう！！ 

2012.7.1  	  2週間前、franzの PCが死んでしまって、HDに入っているデーターセーフはま
だできなかった。それのために生徒の誕生日わからなくなった。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 しばらくバースデーカードを書けない。 	 ゆるしてください。 
2012.5.21   今週は、Andreasのクラス 19個がある。過労死しないといいね。 
2012.5.7   	 もう三年間この HP をやっているのに、今までわからなかった：franz の HP は
ApplePCでめちゃくちゃ。 僕のやり方は全然ダメだった。  
今日がんばって直した。今大丈夫かな。まだダメだったら、メールで教えてください。だれ

か。お願いします。（Musik1-4を直せないかも。）  

2012.5.6     franzHP は新しくなった。プロ写真家の写真いっぱい！   

©Lisa Eidt。Danke schön！ 
2012.4.8  	  franz は 3 歳になった。お誕生日おめでとう！！みんなさんに本当にありがと
う！  



2012.4.1  	  新しい生徒の話：	 色んなドイツ語学校はうそのスケジュールを HPにのせてい
る。びっくりした。franzはもちろん、スケジュールに書いてあるクラスが本当にある。 
2012.3.31 	  来週の土曜日に、もう一つの初心者クラスが始まる。 
2012.3.20    野沢温泉はいい所だよ。スキーゲレンデも温泉も旅館も村の雰囲気も 高！天気

がわるかったから、すべる人が少なかった。だから、スピードを出しても平気だった。参加

しなかった皆さんにメッセージ： 野沢温泉へ行かないことは間違えだった。  

2012.3.5     franzのロゴできた	 ⇒	  

2012.3.4     franzの生徒の人数は、40人以上になった。 	 今の教室はもうこんでいる。い

つか、引越さなきゃならないかもね。  
2012.1.22    先週、若い Kai 先生が franz デビューした。   	 →	 	 	 	 
→	 	 	 	 →	 	 	  
2012.1.8  	 	 あけおめ！ことよろ！水曜日にも土曜日にも、新しいクラ
スがある！Stundenplanを見てください。 
2011.12.19  クリスマス・パーティは楽しかった。おいしい食べ物いっぱ
い！おいしい飲み物いっぱい！ドイツやオーストリアのクリスマスの歌

を楽しく歌った。参加した皆さんにどうもありがとう。  
2011.11.28  やっぱり franz の生徒はすごい！先週、二人の生徒が独検を
とった。一人は、独検４級。このテストをとるために、普通の人が一年間勉強しなきゃなら

ない。正君は、五ヶ月間！！もう一人は、独検２級。普通：三年間。ともちゃんは、一年間！！！ 
2011.11.24  今日は、ふしぎなバースデー・パーティがあった。ｘ歳になった生徒がいなかっ
た。 	 ケーキがおいしかったけど。。  
2011.10.20  Grundstufe 3 の生徒が Zither を持ってきた。きれいな楽器だった。なつかしい。。 
2011.10.10  Andreas は欧日協会のクラスをやめて、2012 年 1 月から 100%の franz の教師に
なる  
2011.10.04  これから：	 初心者クラスは、火曜日の７時からです。(二つのクラスは一つのク
ラスになった 。皆様、新しいクラスメートと楽しんでね。） 
2011.09.07  あきこさんの誕生日。クラスでパーティした。  
2011.08.10  もう 30 年以上ドイツ語を勉強している生徒にとって、Hans Peter 先生は「頭よ
くてやさしくて面白くて大好きな先生」。Andreasちょっとやきもち。。 
2011.07.27  火曜日の 21.00～のクラスの一人のさようならパーティーは今朝の 7 時までだっ
た。 
2011.07.02  9月から、月曜日も授業～ 
2011.06.25  また、初心者クラスができた：	 木 17.30-19.00 
2011.06.08  ガイガーカウンターで放射能を調べた。門前仲町駅のほうは  ０．０７～０．１
µSv/h で、franz教室は ０．０３～０．０６µSv/h だった。  
そうして、もう一つの初心者クラスができた：	 金 19.30-21.00 
2011.04.21  残念ながら、Sebastian先生はドイツへ帰った。  
2011.04.16  初心者クラスができた：	 火 13.00-14.30 
2011.03.26  地震のために、franzは２週間休んだ。だから、スケジュールが変わった。気をつ
けてください。 
2011.02.24	 近の franzは、クラスが多いから、忙しくてニュースを書く暇ない。。 
2010.12.20	 クリスマス・パーティは、楽しかった。２７人が参加した。ドイツ人：４人、オ



ーストリア人：１人。時間：３時から１０時半まで。  
2010.11.29  白馬八方のホテルは、2月に空いている部屋ないから、予定変更が必要になった。
スキー・イベントは、3月 19日～3月 21日までになった。 
2010.10.31  Andreasは病気だった。水曜日の朝に、寝ているままで教えた。  
2010.10.05  Yahooのトラブルのために、10月 1日から今日まで franzのホームページにアク
セスをできませんでした。すみませんでした。 

 
←	 2010.09.20  Andreasの本の出版  

2010.09.16  Andreasの誕生日パーティ。 
生徒がシャンパンとケーキくれた。楽し

かった。 
2010.05.23	 スケジュールが変わった！ 
2010.04.13	 初心者クラスができた。時間

は、 
火曜日に 19.00～ 
2010.04.08	 ちょうど一年前、franzがスタート 

した。  franz:	 お誕生日おめでとう！
 

2010.04.06 お花見は、楽しかった。天気が悪くて寒かった
けど。。  
それでも参加した生徒達と友達に本当にどうも有り難

う！！  
2010.03.29 新しいクラスがある：	 火曜日 10.30-12.00  Deutsch 

 Oberstufe (上級クラス) 
2010.03.17	 新しい生徒のために、クラスメートがパーティした。	  

楽しかった。  
2010.03.05 今日は、今日のクラスの生徒さんの誕生日だから、パーティした。  franz にケー
キをもらって楽しく食べた。  
2010.02.23 近、ニュースがない。。	 franz は元気で、クラスも人数もふえている。	 お花
見を楽しみにしている。 
2009.12.25 クリスマス・パーティは、かなりよかった。	 ４１人参加。 後に、アンドレア

ス先生は一人で大きい音で音楽を聞いた（Tom Waits)。	 となりの人のコメント：	 「すご
いにぎやかでした。」	 アンドレアスのコメント：「世界は、なんていいところだ。」  
2009.11.22 冬のイベント：	 2009.12.20クリスマス・パーティ	 	 2010.03.20～22スキー場へ 
2009.10.08 沼袋で新しい教室オーペン！沼袋校では、プライベートレッスンをやります。ピ
アノがあるよ！ 
2009.09.24 サマーセミナールはとても楽しかったので、これから毎日曜日に８時からＬｉｅ
ｄｅｒａｂｅｎｄと言うクラスをやります。詩と歌でドイツ語。。 
2009.08.02 サマーパーティは、とても楽しかった。30 人で食べたり、飲んだり、歌ったり、
踊ったりした。7時間やっていた。アットホームな感じだった。参加した人々に本当にありが
とう！ 
2009.06.26 サマーパーティの日を決めた：	 2009.08.02  
2009.05.31 事務所はきれいになった。教室には、木材やレンガが置いてある。。何ができるの



だろう？         
2009.04.21 プリンターが来た  
2009.04.14 franzスタッフのパーティ。franz のこれからについて
熱く語りあった。音楽は、サイケデリック、パンク etc	  
2009.04.08  初レッスン。生徒達が大きい花束をくれた  
 


